
father

mother

お父さん

My father is tall.
私の父は背が高い。
例1

My father is a teacher.
father, dad, daddy の違い

お父さんは先生です。
例2

とう

わたし ちち

とう

かあ

はは るす

せんせい

せ たか

“father”は「父親」という意味で
人に話したりする時に使われます。
“dad”の意味は「お父さん、パパ」です。
“Dad, let’s play together.”
（お父さん、いっしょに遊ぼう。）
“daddy”は「パパ」で、小さい子どもが使います。
“Hang on to daddy!”（パパにつかまれ！）

お母さん

Where is your mother?
お母さんはどこ ?
例1

Mother is away from home.
mother, mom, mammyの違い

母は留守です。
例2

かあ

“mother”は「母親、お母さん」、という意味で、
きちんとした言い方。人に伝える時などに使います。

“mom”の意味は「母さん、ママ」で、
ティーンエージャーが母親を呼ぶ呼びかけ。
“Momy, I'm home!”（母さん、ただいま！）

“mammy”は「ママ」で、
赤ちゃんや子どもがお母さんを呼ぶ時に使います。



grandfather

grandmother

おじいさん

How old is your grandfather?
あなたのおじいさんは何歳ですか？

例1

My grandfather is very healthy.

grandfather, grandpa, grandad

祖父はとてもけんこうだ。

例2

“grandfather”は「おじいさん」という意味で、
人に伝える時などに使われます。

“grandad”という言い方は、イギリスで最も
使われている言い方です。

“grandpa”は「おじいちゃん」という意味で、
会話でよく使います。
特にアメリカでよく使われます。

おばあさん

My grandmother looks young.
私の祖母は若く見える。
例1

grandmother, grandmaの違い

“grandmother”は「おばあさん、祖母」という
意味で、“grandma”はおばあちゃんという意味、
呼びかけで使います。
“I went to grandma's house.”
（私はおばあちゃんの家にいきました。）

そ  ぼ わか み

My grandmother enjoys walking.
私の祖母は散歩が好きだ。
例2

そ  ぼ さん ぽ す

なんさい

そ    ふ



brother

sister

兄・弟

My older brother is Taro.
私の兄は太郎です。

例1

I don't have a brother.
私には兄弟がいません。
例2

あに おとうと

姉・妹

How's your little sister?
妹さんは元気？
例1

あね いもうと

英語では、兄／弟は一緒の“brother”を使い
ます。最初から兄／弟のちがいをはっきりとさせ
たいときは、
兄＝older(イギリスではelder) brother,
弟＝younger brother
または
兄＝big brother, 弟＝little brother
を使います。

英語では、姉／妹は一緒の“sister”を使いま
す。最初から姉／妹のちがいをはっきりとさせた
いときは、
姉＝older(イギリスではelder)  sister,
妹＝younger sister
または
姉＝big sister, 妹＝little sister
を使います。

姉・妹のちがい
あね いもうと

兄・弟のちがい
あに おとうと

“ I have an older sister and a younger
sister.”（私は、姉と妹がいます。）

わたし

わたし

いもうと げん き

きょうだい

あに た ろう



uncle

aunt

おじ

This is a gift from my uncle.
おじからのプレゼントです。
例2

I live with my uncle.
私はおじと住んでいます。
例3

Uncle + 名前

He is my uncle.
彼は私のおじです。
例1

「○○おじさん」「○○おばさん」は
“Uncle○○”や“Auntie○○”と呼びます。

おば

I am going to visit my aunt.
私はおばを訪ねます。
例1

She will soon become an aunt.

aunt, auntieの違い

彼女はもうすぐおばになる。
例2

“auntie”は「おばちゃん」のような
おばの親しい呼び方です。

“Uncle John  is out.”
（ジョンおじさんは留守です。）

“Read me the book, auntie Jane.”
（ジェーンおばさん、その本を読んで!）

“aunt”は「おば」の意味で、赤ちゃんの頃から
かわいがってもらっているような、親しい女の人の
知り合いにも使います。

かれ

わたし

かのじょ

たずね

わたし す

わたし



cousin

pet

いとこ

She is my cousin.
彼女は私のいとこです。
例1

I played with my cousin.
first cousin, second cousin

私はいとこと遊んだ。

例2

ペット

I have a pet dog.
僕は、ペットの犬をかっています。
例1

My pet is very cute.

petのいろいろな意味

私のペットはとても可愛い。

例2

日本語では親の兄弟／姉妹の子供のことを「い
とこ」と言いますが、英語では“cousin”という言
い方を使っていろいろなしんせき関係を表すこと
があります。
とくにいとこを示す時は“first cousin”と言い、
その時はいとこの子供を“second cousin”と言
います。

長年あたためていた計画のことを 
“pet project” といいます。

“This festival has been my pet
project.”
（この祭は私が長年あたためてきたものです。）

ぼく

わたし かわい

いぬ

かのじょ

わたし あそ

わたし
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